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実環境における
質問検索システムの

リアルな性能向上

目的

Yahoo!知恵袋

実際のユーザによって
評価された性能



• 与えられたクエリに対して，
Yahoo!知恵袋内の多くの実ユーザを満足
させるような質問リストを出⼒

タスク

Effective for Fever

Three things you should not do in fever
While you can easily handle most fevers at home, you should call 911 
immediately if you also have severe dehydration with blue .... Do not blow your 
nose too hard, as the pressure can give you an earache on top of the cold. .... 

10 Answers Posted on Jun 10, 2016

Effective methods for fever
Apply the mixture under the sole of each foot, wrap each foot with plastic, and 
keep on for the night. Olive oil and garlic are both wonderful home remedies 
for fever. 10) For a high fever, soak 25 raisins in half a cup of water.

2 Answers Posted on Jan 3, 2010
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OpenLiveQが提供するオープンライブテスト環境

Insert

Insert

Insert

Team A

Team B

Team C

Real users

参加チームのシステム出⼒を
交互配置 (interleaving)してユーザに提示し，

ユーザのクリックでシステムを評価

Click!

Click!
Click!



• 複数交互配置 (multileaving)による評価を採
を採用
– Schuth, A., Sietsma, F., Whiteson, S., Lefortier, D., de Rijke, M.: Multileaved

comparisons for fast online evaluation. In: CIKM. pp. 71–80 (2014)

• そのため，提出されたシステム出⼒は
実ユーザに評価されることになります

複数交互配置 (multileaving)による評価
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これまで大学などでは利用できなかった
貴重なデータの提供を予定

•1,000 訓練クエリ

• 各クエリに対し上位 1,000 件の検索結果

•ユーザ情報付き
クリックスルーデータ
– 各検索結果をどれくらいの⼈がクリックしたか
– クリックした⼈のユーザ属性 (年齢，性別，職業, etc.)

データ (予定)



研究課題

曖昧・不明瞭なクエリにどう応えるか

どうやって実ユーザの多様な適合基準に応えるか

What are major spots
in Kyoto?

Freshness!
Topic Relevance!!

Popularity!

Humor!!
Conciseness!

Objectivity!

“cheap office”

Q. How to rent a cheap office?
OR

Q. How to buy cheap MS office?

これまでの情報検索研究では主題的適合性が主に考慮されてきたが，
他の種類の適合基準（人気度・鮮度）はあまり考慮されてこなかった

Q&Aの検索では，同じクエリに対しより多様な意図が存在しうる



• 検索意図推定
– e.g. 重要な適合基準（e.g. ⼈気度）を推定し，

質問をランキング（e.g. View数順）
• ユーザ層推定

– e.g. あるクエリの主たるユーザ層（e.g. F1）を
推定し，その層に適したランキングを⾏う

• 「目を引く」タイトル推定
– e.g. 面白いタイトルの質問はよりクリックさ

れる可能性が

可能な研究トピック

Effective for Fever



スケジュール

Date Event Details

2016年12月 参加登録締切 NTCIR-13 Webサイトで登録

2017年1月-3月 オフラインテスト 適合度判定を⾏ったデータによる
評価

2017年4月-6月 オンラインテスト 実ユーザによる評価

2017年7月 オンラインテスト
結果返却

ご参加お待ちしております


